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札幌西北ロータリークラブ
会長 海野 均

創立 1977 年 4 月 21 日

幹事 池﨑 潤

クラブモットー：明るく、楽しく、出席しやすいクラブ
2019～2020 年度 マーク・ダニエル・マローニーＲＩ会長 ロータリーは世界をつなぐ
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第２０３３回

教願寺

副住職

遠島

プログラム

光顕様

ソング：クラブ讃歌

会員（平成９年２月６日）

例会報告
2 月 6 日(木) 曇り

●米山記念寄付／

●ソング／四つのテスト

目標額 528,000 円 達成額 79,300 円

●司会／海野 均会長

●ロータリー財団寄付／

●ゲスト／㈱太陽グループ常務執行役員 髙見幸浩様

目標額 534,600 円 達成額 151,200 円 達成率 28.2％

●ビジター／なし

●ニコニコ BOX／

●1 月 30 日出席率／会員 32 名中欠席 9 名、規定除外者

目標額 1,100,000 円 達成額 550,000 円 達成率 50.0％

3 名 68.9%
●1 月 9 日確定出席率／会員 32 名中欠席 6 名、規定除者
4 名 78.5%
●会長報告／なし

達成率 15.0％

●主要プログラム
「職業奉仕について」
職業奉仕委員長 前島 治基 会員
職業奉仕をそのまま解説

●幹事報告／3/21(土)開催の合同インターシティーミ

するのではなく、私なりに職

ーティングのご案内を FAX でお送りしております。チラ

業奉仕に関する文献を読ん

シは本日ブレスト BOX にて配布しておりますのでご確認

だうえで感じた二つのキー

のうえ、2/13(木)までに出欠の回答を事務局までお願い

ワードを中心に語りたいと

します。MU の対象活動となっておりますので、皆様の登

思います。その二つのキーワ

録をお待ちしています。／米山奨学会より、確定申告用

ードは「職業奉仕を実践する

の領収証が届きましたので配布しています。再発行はで

ための最重要ステークホルダーたる
『従業員』
について」

きませんので、申告まで紛失されないようにご注意くだ

「職業奉仕を一層深く理解するために必要な『霊性』の

さい。／次回、例会終了後に定例理事会を開催します。

発達について」です。

理事・役員の皆様は、ご出席お願い致します。／ガバナ

まず従業員についてですが、１９９０年代からエンゲ

ー月信 1 月号が届きました。入り口に置いてありますの

ージメント向上の必要性が叫ばれております。米国ギャ

でお持ち帰りください。

ラップ社が定期的に実施しているエンゲージメント調査

●委員会報告／なし

で、１３９ヶ国中１３２位という危機的な状況にありま

す。高いエンゲージメントをもって働いている人の割合

ます。日本人でこの分野を研究する人はほとんどいない

はおよそ６％程度しかありません。ちなみに世界平均は

のですが、その数少ない一人、加藤洋平先生とコンタク

約１３％、米国は３０％を超えております。

トをとり、ウェブセミナーなどに参加して勉強し続けて

エンゲージメントとは「従業員が企業や職場の同僚な

おります。

どとの関係に価値を感じ、積極的に貢献したいと考えて

ハーバード大学のロバート・キーガン氏が提唱してい

いる度合い」のことです。ただ甘やかすだけで改善でき

る「主体客体論」というものがあります。人の器が成長

る従業員満足度とは根本的に異なります。エンゲージメ

するプロセスを解明したもので、成長するごとに自己中

ントの高い職場は生産性や営業成績、創造性や変化への

心性が減少するとともに、自己を客観的に観察する能力

適応力が向上します。
逆に低い職場は労災事故や離職率、

が養われていきます。

メンタル不調などに悪い影響が出ることが研究結果とし

また在野の研究家ケン・ウィルバーは著書において

て公表されています。

「スペクトラム・ダイナミクス」を引用しております。

この問題に対してどう向き合うか、我々のような経営

我々日本人や日本組織の多くは封建的かつ非合理的な

者クラスの「在り方」は極めて重要です。人間としての

「ブルー」段階にいますが、一方で高い霊性のもと俯瞰

器、すなわち「霊性（スピリット）」を高めていく努力

的な経営をする「ティール」段階の組織も僅かながら存

が必要だと思いますが、実は欧米諸国においては学問と

在します。我々は霊性を高め、組織のティール化を目指

して真剣に研究されている分野です。心理学の一分野と

すべきではないでしょうか。

して「発達心理学」「成人発達理論」などと呼ばれてい

海野

均会員：前島さん職業奉仕について、楽しみにしております。

池﨑

潤会員：前島さん本日はよろしくお願いいたします。

久保

隆会員：誕生日を祝っていただいて。

安藤壽建会員：前島先生の卓話、楽しみにしています。
新年会楽しく出席させてもらいました
中嶋成実会員：前島さんお話し楽しみにしております。
遠島芳然会員：前島さんの卓話よろしくお願いします。
森本正夫会員：家族感謝の日祝。
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市内他クラブのプログラム
(ﾌﾟﾚﾐｱﾎﾃﾙﾂﾊﾞｷ)
(金) 札幌幌南 新会員卓話
(金) ライラック 1周年記念例会
(土) 札幌手稲 職業奉仕について (三越ﾃﾞﾊﾟｰﾄ)
法定休日週の為、休会
(月) 札幌南
法定休日週の為、休会
(月) 札幌北
(火) 札幌西
法定休日
(火) はまなす 法定休日

次回プログラム

2/20（木)

11
11
12
12
12
12
13

日
日
日
日
日
日
日

(火)
(火)
(水)
(水)
(水)
(水)
(木)

札幌清田
大通公園
モーニング
札幌
真駒内
新札幌
札幌東

法定休日
法定休日
法定休日週の為、休会
法定休日週の為、休会
法定休日週の為、休会
法定休日週の為、休会
法定休日週の為、休会

日本をとりまく周辺諸国の軍事状況
元陸上自衛隊中部方面総監

堀口

英利様

ソング：奉仕の理想
例会場：札幌三越４Ｆライラック

例会日：毎週木曜日１２：３０

事務所：札幌市中央区南 4 条東 4 丁目 2-1 さくら総合会計ビル

会報委員／○吉田聡子

TEL:011-200-2066

FAX011-200-2067 E-mail:sap-seihoku.ri2510@dao.or.jp
HP アドレス: sapporo-seihoku-rc.com

